
７．組み合わせ

岬陽小会場 野比小会場
会場責任者 三上　裕司 コート主任 五十嵐祐介 会場責任者 上林　収 コート主任 小林　優希

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ

9:00 1. 名　向 - 津久井 山　手B 北下浦B 北下浦B 9:30 1. 剣　崎B - 浦　郷 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 田　戸A 田　戸A

9:35 2. 山　手B - 北下浦B 桜 津久井 桜 10:00 2. 剣　崎A - ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 浦　郷 浦　賀 浦　賀

10:10 3. 津久井 - 桜 名　向 山　手B 山　手B 10:30 3. 浦　郷 - 田　戸A 剣　崎 剣　崎 剣　崎

10:45 4. 北下浦B - 名　向 津久井 桜 津久井 11:00 4. 浦　賀 - 剣　崎A 田　戸A 浦　郷 浦　郷

11:20 5. 桜 - 山　手B 北下浦B 名　向 名　向 11:30 5. 田　戸A - 剣　崎B ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 浦　賀 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ

＊神奈川県三浦市岬陽町10-1 12:00 6. ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 浦　賀 剣　崎 剣　崎 剣　崎

＊駐車場に限りがあります。単独チーム３台まで、お願いします。 ＊駐車場に限りがあります。単独チーム３台（ＡＢチーム６台）まで、お願いします。

＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　京浜急行　三崎口駅より、 ＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　京浜急行　YRP野比駅

　京急バス　三崎港行き・三浦東岡行き、城ケ島行き ＊学校前の商業施設への駐車はご遠慮ください。

　栄町バス停　下車１０分 ＊試合開始時間にご注意ください。

大矢部小会場 長井小会場
会場責任者 三浦　道男 コート主任 宮澤　和人 会場責任者 嘉山　直樹 コート主任 黒滝　明日香

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ

9:30 1. 大　楠B - 望　洋 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ フリーズ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 9:30 1. 武　山B - 北下浦A 高　坂 長　井 高　坂

10:00 2. 大　楠A - ﾚｲｱｯﾌﾟｽA 望　洋 木古庭 望　洋 10:00 2. 武　山A - 高　坂A 北下浦A 葉　山 北下浦A

10:30 3. 望　洋 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽB 大　楠 大　楠 大　楠 10:30 3. 北下浦A - 高　坂B 武　山 武　山 武　山

11:00 4. フリーズ - 大　楠A ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 11:00 4. 長　井 - 武　山A 高　坂 高　坂 高　坂

11:30 5. 木古庭 - 大　楠B 望　洋 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ フリーズ 11:30 5. 葉　山 - 武　山B 北下浦A 高　坂 長　井

12:00 6. ﾚｲｱｯﾌﾟｽA - フリーズ 木古庭 大　楠 木古庭 12:00 6. 高　坂A - 長　井 葉　山 武　山 葉　山

12:30 7. ﾚｲｱｯﾌﾟｽB - 木古庭 大　楠 フリーズ 大　楠 12:30 7. 高　坂B - 葉　山 武　山 長　井 武　山

＊駐車場に限りがあります。単独チーム３台（ＡＢチーム６台）まで、お願いします。 ＊駐車場に限りがあります。単独チーム３台（ＡＢチーム６台）まで、お願いします。

＊開門は、９：００からになりますので、近隣での待機はご遠慮ください。 ＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　京浜急行　北久里浜駅

＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　京浜急行　YRP野比駅 ＊試合開始時間にご注意ください。

＊近隣の商業施設への駐車はご遠慮ください。

＊試合開始時間にご注意ください。

城北小会場
会場責任者 菅田　礼子 コート主任 小酒部　恭男

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ

9:30 1. 城　北B - 田　戸B 公　郷 山　手B 公　郷 ＊駐車場に限りがあります。単独チーム３台（ＡＢチーム６台）まで、お願いします。

10:00 2. 城　北A - 公　郷A 田　戸A 鶴久保 田　戸A

10:30 3. 田　戸B - 公　郷B 城　北 城　北 城　北 ＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　JR横須賀線　衣笠駅

11:00 4. 山　手A - 城　北A 公　郷 公　郷 公　郷 ＊近隣の商業施設への駐車はご遠慮ください。

11:30 5. 鶴久保 - 城　北B 田　戸B 公　郷 山　手A ＊試合開始時間にご注意ください。

12:00 6. 公　郷A - 山　手A 鶴久保 城　北 鶴久保

12:30 7. 公　郷B - 鶴久保 城　北 山　手A 城　北

＊問い合わせ、変更点がありましたら次のところに連絡して下さい。　　　

　ｙ－info@yokosukamini.net

＊コート主任はＭＬにて試合結果を連絡してください。

＊試合当日の競技に関する緊急連絡は　競技：白濵へご連絡下さい。


